
貴店番線印

ベリーズ文庫新刊＆ランク注文書
３０～５０代の女性に大人気の恋愛小説ベリーズ文庫は ,毎月10日発売！

ご 注 文 F A X ：048-877-0179

『怜悧な外交官が溺甘パパになって、
一生分の愛で包み込まれました』

蓮美ちま（はすみちま）／著、イラスト：鮭田ねね
定価726円（本体660円+税10％）、ISBN ： 978-4-8137-1377-7

【あらすじ】 大学の先輩で外交官の拓海から、ドイツ赴任中の
期間限定で妻になるよう頼まれた沙綾。始まった夫婦生活は予
想外に甘く、やがて妊娠するも、あるハプニングから単身帰国す
ることに。捨てられたと誤解した沙綾はひとりで子を産み育てる
が――彼女を探し出した拓海は「もう一生離さない」と激情あら
わに迫ってきて!? ３年越しの極上愛をとめどなく注ぐ彼に、沙綾
は身も心も絆されていき…。
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新刊

既刊

ご注文数

気高きホテル王は最上愛でママとベビーを絡めとる【極上四天王シリーズ】 紅カオル 670 ※1374-6

極上パイロットはあふれる激情で新妻を愛し貫く～お前のすべてが愛おしい～　 佐倉伊織 670 ※1375-3

一生、俺のそばにいて～エリート御曹司が余命宣告された幼なじみを世界一幸せな花嫁にするまで～ 滝井みらん 670 ※1376-0

怜悧な外交官が溺甘パパになって、一生分の愛で包み込まれました 蓮美ちま 660 ※1377-7

溺愛前提、俺様ドクターは純真秘書を捕らえ娶る 未華空央 660 ※1378-4

離婚予定の契約妻ですが、クールな御曹司に溺愛されて極甘懐妊しました 森野りも 660 ※1379-1

精霊に愛されすぎた腹ペコ聖女、追放されたけど隣国王太子に溺愛されて幸せいっぱいです やきいもほくほく 660 ※1380-7

*-*-*-*-*-*-*-*-*　23年1月10日発売　*-*-*-*-*-*-*-*-*

書　名 著者名
本体

価格
ISBN 作家 番号 注文数 ランク

【ベリーズ文庫溺愛アンソロジー】極上の結婚１ 佐倉伊織、他 670 ※1219-0 A-4 S

没落令嬢は今日も王太子の溺愛に気づかない 藍里まめ 670 ※1293-0 Iあ1-5 SS

人生7周目の落ちこぼれ聖女、今世は王太子様を寝… 和泉あや 660 ※1351-7 Iい1-2 新11

9度目の人生、聖女を辞めようと思うので敵国皇帝に… 朧月あき 650 ※1335-7 Iお2-3 SS

秘密の癒しチートがバレたら、女嫌い王太子の専属… 友野紅子 660 ※1321-0 Iと2-8 A

貢ぎ物の令嬢ですが、敵国陛下に溺愛されてます！ 晴日青 670 ※1279-4 Iは1-1 SS

もふもふ魔獣と平穏に暮らしたいのでコワモテ公爵の… 晴日青 670 ※1334-0 Iは1-2 A

しあわせ食堂の異世界ご飯６ ぷにちゃん 640 ※0850-6 Iぷ1-6 A

せっかく侍女になったのに、奉公先が元婚約者（執着… 瑞希ちこ 650 ※1366-1 Iみ1-7 新12

竜王陛下のもふもふお世話係 三沢ケイ 670 ※1047-9 Iみ2-1 A

竜王陛下のもふもふお世話係２ 三沢ケイ 650 ※1119-3 Iみ2-3 A

ループ５回目。今度こそ死にたくないので婚約破棄を… 三沢ケイ 660 ※1307-4 Iみ2-4 SS

ハズレ聖女の幸せな結婚～あざとい双子の妹に押し付… 森モト 660 ※1367-8 Iも2-3 新12

平凡な私の獣騎士団もふもふライフ 百門一新 650 ※0952-7 Iも3-1 A

平凡な私の獣騎士団もふもふライフ２ 百門一新 660 ※1017-2 Iも3-2 SS

平凡な私の獣騎士団もふもふライフ３ 百門一新 660 ※1090-5 Iも3-3 SS

悪役令嬢ですが推し事に忙しいので溺愛はご遠慮く…2 百門一新 650 ※1294-7 Iも3-6 S

身代わりとして隣国の王弟殿下に嫁いだら、即バレし… Yabe 650 ※1336-4 Iや1-1 A



FAX：0 4 8 - 8 7 7 - 0 1 7 9
SS：10点、S：10点、A：20点、新12：12月新刊、新11：11月新刊 ※ISBN978-4-
8137 作家番号：無印＝オフィスラブ等、Ａ＝アンソロジー、Ｆ＝ファンタジー、Ｉ
＝異世界 在庫は1/10時点のものです。在庫状況により冊数は調整させて頂
く場合がございます。 スターツ出版TEL：03-6202-0386
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書　名 著者名
本体
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ISBN 作家 番号 注文数 ランク

183日のお見合い結婚 藍里まめ 650 ※1027-1 あ3-12 S

本能のまま、冷徹ドクターは新妻を愛し尽くす 藍里まめ 640 ※1364-7 あ3-14 新12

最愛ベビーを宿したら、財閥御曹司に激しい独占欲で… 伊月ジュイ 670 ※1288-6 い4-7 S

若き金融王は身ごもり妻に…【極上四天王シリーズ】 伊月ジュイ 660 ※1344-9 い4-8 新11

秘夜に愛を刻んだエリート御曹司はママとベビーを手… 一ノ瀬千景 650 ※1319-7 い5-3 A

婚約者に売られたドン底聖女ですが敵国王子のお飾… 一ノ瀬千景 650 ※1350-0 い5-4 品切 新11

双子ママですが、別れたはずの御曹司に深愛で娶ら… 宇佐木 650 ※1349-4 う1-12 新11

交際0日、冷徹御曹司に娶られて溺愛懐妊しました 紅カオル 650 ※1320-3 く2-18 SS

溺愛ドクターは恋情を止められない 佐倉伊織 650 ※0677-9 さ2-16 A

天才脳外科医は新妻に激しい独占欲を放ちたい 佐倉伊織 670 ※1071-4 さ2-23 A

天敵御曹司と今日から子作りはじめます 佐倉伊織 670 ※1115-5 さ2-24 A

離縁するつもりが、極上御曹司はお見合い妻を逃がさ… 佐倉伊織 670 ※1292-3 さ2-28 S

冷厳な不動産王の契約激愛婚【極上四天王シリーズ】 佐倉伊織 660 ※1329-6 さ2-29 SS

敏腕パイロットは純真妻を溢れる独占愛で包囲する 皐月なおみ 650 ※1290-9 さ9-7 A

仮面夫婦のはずが、冷血御曹司の激愛で懐妊いたしま… 皐月なおみ 650 ※1365-4 さ9-8 新12

冷徹御曹司は過保護な独占欲で、ママと愛娘を甘やかす 砂川雨路 640 ※1331-9 す2-19 A

エリート外科医との政略結婚は、離婚予定につき 惣領莉沙 650 ※1318-0 そ1-13 A

さよならしたはずが、極上御曹司はウブな幼馴染を赤… 立花実咲 650 ※1363-0 た1-8 新12

エリート御曹司に愛で尽くされる懐妊政略婚 高田ちさき 640 ※1347-0 た3-16 新11

３年後離婚するはずが、敏腕ドクターの切愛には抗え… 田崎くるみ 660 ※1346-3 た4-25 新11

天才脳外科医の愛が溢れて――もう、拒めない 滝井みらん 650 ※1306-7 た5-20 S

恋なんてしないと決めていたのに、冷徹御曹司に囲わ… 滝井みらん 660 ※1345-6 た5-21 品切 新11

身ごもり婚約破棄したはずが、パパになった敏腕副社… 葉月りゅう 660 ※1303-6 は2-16 A

S系外交官は元許嫁を甘くじっくり娶り落とす 葉月りゅう 650 ※1361-6 は2-17 新12

天敵御曹司は政略妻を滾る本能で愛し貫く 春田モカ 660 ※1333-3 は4-4 A

激情に目覚めた御曹司は、政略花嫁を息もつけぬほど… 蓮美ちま 640 ※1291-6 は10-1 A

婚約解消するはずが、宿敵御曹司はウブな許嫁を愛で… 蓮美ちま 660 ※1317-3 は10-2 A

契約夫婦なのに、スパダリ御曹司は至極の愛を注ぎ続… pinori 660 ※1362-3 ひ2-12 新12

因縁の御曹司と政略結婚したら、剝き出しの愛を刻ま… 宝月なごみ 640 ※1289-3 ほ3-9 A

俺様パイロットは揺るがぬ愛で契約妻を甘く捕らえて… 宝月なごみ 640 ※1348-7 ほ3-10 品切 新11

俺様パイロットに独り占めされました 水守恵蓮 670 ※1012-7 み4-16 S

溺愛過多 水守恵蓮 670 ※1234-3 み4-21 SS

孤高の脳外科医は初恋妻をこの手に堕とす 水守恵蓮 670 ※1330-2 み4-22 S

身を引くはずが、敏腕ドクターはママと双子に溢れる… 未華空央 660 ※1275-6 み7-10 S

激情を抑えない俺様御曹司に、最愛を注がれ身ごもり… 未華空央 650 ※1332-6 み7-11 A

エリート御曹司が花嫁にご指名です 若菜モモ 660 ※0914-5 わ1-18 SS

クールな凄腕パイロットは、新妻への激愛を鎮められ… 若菜モモ 660 ※1316-6 わ1-26 S

辣腕海運王は政略妻を容赦な…【極上四天王シリーズ】 若菜モモ 660 ※1360-9 わ1-27 新12


